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要旨

  去る 2000 年 12 月 21 日に、旧郵政省電気通信審議会「IT 競争政策特別部会」が提出し

た「第１次答申」のうち、日本型の「支配的事業者規制」は、「競争阻害行為」がなくても

市場成果が極めて良好な事業者にハンディキャップを課し、「少しは遠慮せよ」というが如

き規制で、市場原理を旨とする先進経済国が採るべき施策ではない。

  また、これはアメリカの発生史とは似て非なるもので、法的手続きの面からみても、既

存の規制手段や独占禁止法と重複する惧れが強い。仮に重複を避けようとすれば、それら

を上回る「包括的事前規制」という過剰規制にならざるを得ず、法制化如何によっては憲

法違反の疑いもある。

  ここで新たな規制を追加することは、インターネットの早期普及のため、抜本的な規制

緩和や撤廃が要請されている昨今の動向にも反し、我が国キャリアの国際競争力を弱める

惧れもあって、政策的にも有害・無益である。

  したがって「支配的事業者規制」は即刻取り下げ、「IT 基本法」を制定した政府は、むし

ろ「インターネット非規制宣言」など、新時代にふさわしい抜本的政策を早期に樹立すべ

きである。

  ただし上記の問題点の摘出は、日本型の「支配的事業者規制」の内容が固まりきってい

ない段階で、懸念される諸点を細大漏らさず検討した結果であり、今後の具体化の過程で

解消していく論点も少なくないと思われる。また、私の立場からすれば、解消していくこ

とを期待している。



2

１．日本版「支配的事業者規制」の内容

  去る 2000 年 12 月 21 日に、旧郵政省電気通信審議会「IT 競争政策特別部会」は「第１

次答申」（以下、答申）を提出したが、その 2.(3)ア ③において「支配的事業者規制」とい

う新しい概念を提案している。提案の核となる部分は、次のとおりである。

「独占市場から競争市場へ移行する過程や、市場がある程度成熟していく中で、例えば市

場シェアの大きさ等により市場における料金その他の提供条件の決定や、電気通信事業者

間の競争関係に、著しく影響を及ぼす能力を有するような電気通信事業者（支配的事業者）

が存在する場合、不当に高い接続料金の設定等により、不当な競争が引き起こされたり、

低廉で良質なサービスや多様なサービスの提供に悪影響を及ぼし、利用者の利益や電気通

信サービスの公共性が阻害されるおそれが生じる。

このため全体としては極力規制を緩和することに努めるとしても、公正な競争や利用者利

益の確保、電気通信事業の国民生活および社会経済活動の基盤としての高い公共性にかん

がみ、電気通信事業法において、支配的事業者による市場支配力の濫用を継続的に防止、

除去するための必要最小限のルールの制度化が求められている。」

  そして対象となる「支配的事業者」の定義については、その 2.(3)ア ⑦において、次のよ

うに提案している。

「ここで言う『支配的事業者』とは、現に市場支配力を濫用し、顕著な弊害を市場にもた

らしていることを要件とするものではなく、電気通信事業の国民生活および社会経済活動

の基盤としての高い公共性に鑑み、市場に多大な影響力を有し、市場支配力を濫用するこ

とによって、公正な競争や利用者利益、電気通信サービスの公共性を阻害するおそれ（客

観的蓋然性）が高いことに着目して、電気通信分野に固有の概念として設定するものであ

る。」（アンダーラインは、いずれも引用者）

２．一般的問題点

（１） 市場原理を歪め、「市場の失敗」と「政府の失敗」を上乗せすることになる

  市場シェアは、製品の良さ・価格の適正な設定・販売努力など、総体としての企業努力

の結果であり、独占禁止法などのルールに触れない限り、賞賛されるべきものである。こ

れに対して行政が裁量行為を行なえば、市場本来の機能が働かず、計画経済に近づくこと

になる。

  市場機能も時として失敗することが知られているが、政府の介入もまた時として失敗す

る。したがって、先進経済国では市場原理を旨としつつ、政府が介入する場合を限定列挙

するのが一般的である。「支配的事業者規制」のような裁量型介入は、市場機能への無原則

な介入であり、先進経済国が採るべき施策ではない。
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（２）努力した会社が報われず、日本企業の国際競争力を落とす

  日本版「支配的事業者規制」は、「競争阻害行為」がなくても市場成果が極めて良好な事

業者にハンディキャップを課し、「少しは遠慮せよ」というに近い規制である。これは「護

送船団」を復活させることに他ならず、激しい競争が行なわれているグローバル市場で、

外国プレーヤーに伍して戦う企業は育たず、日本の国際競争力が落ちる惧れが強い。また

グローバルな M&A が常態化する中で、外国政府から思わぬ介入を招く口実になることが、

懸念される。

  この考えは、たとえてみれば小学校の１００メートル走において、全員同時にゴールす

ることが平等で望ましいという考えに似ており、わが国の構造改革では、まさにこの点の

改善が求められているのである。今わが国に必要なのは、ベンチャー精神に富んだ起業家

を育てるためのインセンティブであり、「努力した会社が報われない」「護送船団への回

帰」の愚は、なんとしても避けなければならない。

（３）NTT ドコモを対象とすることの政治的含意

  前項の懸念の典型的な例が、NTT ドコモである。携帯電話のシェア確保に続いて、i モー

ドというインターネット・サービスでもシェアを高めたため、ニュース報道等では「支配

的事業者規制」の対象になると伝えられている。わが国が、インターネット分野で世界の

潮流に大きな後れを取った中で、i モードは日本が唯一世界をリードするものであり、新制

度でその競争力に影響が出るようなことがあれば、マイナス以外の何者でもない。

  むしろ穿った見方をすれば、「支配的事業者規制」を強力に主張する勢力は、ドコモの弱

体化を狙っているのではないか、と疑われるほどである。

３． 法律論的な検討

（注）  以下の問題点の摘出は、日本型の「支配的事業者規制」の内容（電気通信事業法および関連の政

令・省令の改正案）が固まりきっていない段階で、懸念される諸点を細大漏らさず検討した結果である。

したがって、今後の具体化の過程で解消していく論点も少なくないと思われるし、私の立場からすれば、

解消していくことを期待している。

（１） 規制手段の分類＝参照枠組み

  法学的議論を進めるための参照枠組みとして、規制の手段を①事前規制か事後規制か、

②公的義務規制か、構造規制か、行為規制か、の二つの尺度を使ったマトリックスを作っ

てみよう。ここで「①事前規制、事後規制」は、規制が事業者の行動以前に課されるもの

か、事後的に課されるものか、による分類である。一方「②」のうち「公的義務規制」と

は、かって国営企業であったという歴史的事情から東西 NTT が受けている、他の第１種事

業者にはない特別の規制をいう。

  「構造規制」「行為規制」はいずれも独占禁止政策から来た用語であるが、前者が市場シ
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ェアなどの市場構造を表わす客観的な結果にもとづくもの、後者が事業者の市場行動が現

に競争を阻害しているか、という動的な基準にもとづくものである。なお独禁政策上は、

「構造分離」「非構造分離」という用語が、上記の「構造規制」との異同を意識しないまま

使われている。両者は、何らかの構造を前提にしている点では共通項があるが、前者が規

制の手段として「会社分割」（構造分離）をするか否かに重点があるのに対して、後者はそ

れより広く、およそ構造に基づく規制一般を指している点が異なる。

  そうすると、電気通信分野で現在既に存在する各種規制は、次表のように整理される。

以下、この枠組みを参照しながら論を進めることにしよう。

公的義務規制 構造規制 行為規制
事前規制 ＮＴＴ等法によるユ

ニバーサル・サービ
ス提供義務（3 条）な
ど

電気通信事業法によ
る指定電気通信設備
の指定（38 条の 2）
など

なし

事後規制 ＮＴＴ等法による役
員選任の認可（10 条
2 項）など（実態上は
事前規制）

独禁法による「独占
的状態」の改善（2 条
7 項、8 条の 4）など？

独禁法による「私的
独占」の禁止（2 条 5
項、3 条前段）「不公
正な取引方法の禁
止」（2 条 9項、19条）
など

（２） 言葉の誤用または誤解

  まず、「支配的事業者規制」が表では「構造規制」に該当することを確認したうえで、答

申は「支配的事業者規制」という言葉を、誤解しているのではないかと思われる。アメリ

カにおける同概念は、FCC が「支配的」でない事業者からの料金認可申請などの手続きを

「差し控える」（forbear）ことに端を発する。つまり、対象に着目した「支配的事業者規制」

や、現象に着目した「非対称規制」は、いずれも目的ではなく結果であった（「結果として

の支配的事業者規制」）。ところが日本版は、これを逆転させ、結果であったものを目的に

転化しようとしている（「目的としての支配的事業者規制」）。

  すなわち、次図に示すようにアメリカの「支配的事業者規制」は、一般的規制レベル（図

の実線）を、「非支配的事業者」に対して（点線レベルまで）引き下げたため、結果として

「支配的事業者」（その当時はＡＴ＆Ｔ）だけが、従来の規制を受けることになったのであ

る。これに対して、日本版「支配的事業者規制」は、点線のレベルを（すべての第１種事

業者に対して）維持しながら、「支配的事業者」だけには、これを上回る規制（二重線レベ

ル）を創設しようとしているかに見える。

  これが懸念であることを期待したいが、パブリック・コメントの際、私が以下のように

指摘した事に関して、何の修正も加えられなかったことから、懸念は依然として残ってい

ると言わざるを得ない。
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  「ドミナント規制は（インターネットのことではなく）電話のことだと思えば理解でき

なくもないのですが、方向感覚を間違えているようです。つまり『ドミナントでない事業

者には、殆どの規制を撤廃する。ドミナントな事業者には殆どの規制を残すので、結果と

して非対称になる』と説明すれば良いものを、新たにドミナント規制という範疇を創設し、

規制を強化するように受け取られるからです（仮に規制強化が本心であれば、それこそ時

代に逆らっていることになります）。」

＜アメリカの「支配的事業者規制」＞           ＜答申のいう「支配的事業者規制」＞

                                             ＝＝＝＝＝＝＝「支配的事業者」レベル

―――――――――「支配的事業者」レベル     ―――――――「全体」レベル

― － ― － － － 「非支配的事業者」レベル

  アメリカにおいてはその後、1996 年通信法において、旧ＡＴ＆Ｔ系地域通信会社に対し

て、わが国の「指定電気通信設備」に近い規制が行なわれる一方、市外市場では競争の進

展に伴いＡＴ＆Ｔは「支配的」でなくなったとして除外され、現在この規制は外国キャリ

アなどに対してしか行なわれていない。今わが国に必要なのは、「非支配的」事業者に対す

るゼロ・ベースに近い規制撤廃であり、決して「支配的」事業者に対する規制強化ではな

いはずである。

（３） 根拠が薄弱

  わが国は電気通信規制の根本をサービス規制ではなく設備規制に置いている（第１種、

第２種の区分）特性を生かし、「指定電気通信設備」による規制を実施中である。加えて、

現在のところ唯一「指定電気通信設備」の保有者である東西 NTT は、かって公的かつ独占

的な供給者であったことから、特別法による規制を受けている。さらに事後的規制として

は、独占禁止法による各種手段があるので、規制体系としては十分過ぎるほどである。

  今回の日本版「支配的事業者規制」は、これらの既存の各種規制が不十分で、さらにそ

の上に必要だとするなら、その理由が明確にされなければならないが、後述するように独

占禁止政策との重複などの疑いがクリアされていない。また、既存のものの上に新たな規

制を追加する前に、まず既存のものを整理・統合、あるいは廃止するのが当然であるが、

答申はその点に全く触れていない。

  したがって、新制度が必要だとする根拠は薄弱と言わざるを得ず、規制緩和の流れに逆

行するのみならず、規制過程をいたずらに混乱させ、不明瞭なものにする惧れが強い。
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（４）過剰規制

  加えて日本版「支配的事業者規制」には、次のような問題があり、「過剰規制」であると

言わざるを得ない。

（a）仮にこれが、表における「事前規制」「構造規制」という欄に該当するものだとすれ

ば、独禁法が原則「事後規制」「行為規制」しか行なっていないのに対して、全く新しい類

型の規制を新設することになり、次項（５）で述べるような法的な問題がある。

（b）市場シェアを判断基準とする限り、どの市場のシェアかを明確にせざるを得ない（「市

場の画定」）。そこで、長距離市場や携帯電話市場を念頭におくとすれば、１９８５年の市

場開放以来 1995 年まで続いた「市内・市外・国際・携帯・衛星」などの業務区分（郵政省

は「そのような区分は最初から無かった」と強弁したが）による、「市場の分割統治」を再

来させることになる。また NTT 再編成にあたって定めた、NTT コミュニケーションや NTT

ドコモに対する規制緩和策のネジを逆に巻くことになり、時流に逆行する。

（５）独占禁止政策の「重複」あるいは「屋上屋」

  独占禁止法は、「私的独占」を禁止している（「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律」２条５項、３条前段）。加えて１９７７年の改正で、「独占的状態」の概念を創

設し、「当該１年間において、１の事業者の市場占有率が２分の１を超える」場合であって

「市場構造および市場における弊害がある場合」（２条７項）には、「営業の一部譲渡その

他当該商品または役務について、競争を回復させるために必要な措置」を命ずることとさ

れた（８条の４第１項）。

  しかし「独占的状態」の方は、これまでに一度も発動されたことがなく、今後も適用可

能性は極めて低いと言われる（表中に？マークを付したのは、そのような主旨である）。た

だし、この規定の導入により、首位事業者への監視が強化され、それぞれが属している事

業分野での市場成果（利潤率、価格変動、企業合理化等）が良好になったとの経済分析が

行なわれている。いわば間接的効果である。

  今回の日本版「支配的事業者規制」は、この「独占的状態」に類似した概念であるが、

事後規制ではなく事前規制であること、事前であるため行為規制（前記独占禁止法の規定

によれば「市場における弊害」という行動の結果にもとづく判断）ではなく構造規制（シ

ェアのような静的データによる判断）にならざるを得ないことが特徴である。

  この両者が、ほぼ同様の運用をされるのであれば、「規制の重複」と言わざるを得ず、ま

た別々の運用がなされるのであれば、「屋上屋」を重ねることになる。後者の場合はさらに、

電気通信固有の規制を設けることの、意義を精査しなければならない。自動車産業におい

て、このような規制が考えられないのと同様、自由化された市場では事前規制は最少で、

事後規制は独禁法による、という一般原則を崩す必然性は、十分に証明されたとは言えな

い。
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（６）憲法違反の疑い

  答申は、日本版「支配的事業者規制」の発動の要件として、「現に、市場支配力を濫用し、

顕著な弊害を市場にもたらしている」ことではなく、「市場に多大な影響力を有し、市場支

配力を濫用することによって、公正な競争や利用者利益、電気通信サービスの公共性を阻

害するおそれ（客観的蓋然性）が高い」ことであるとしている（2.(3)イ⑥）。

  これは行為規制ではなく、構造規制そのものである。郵政省が、独占禁止法の運用を司

る公正取引委員会とは異なる、独自の存在意義を訴求したいという気持ちが、文面に現れ

たものであろう。

  しかし、このような漠然とした要件で「支配的事業者規制」が行なわれると、その対象

になった事業者の事業活動が、公共の必要がないのに過度に規制される危険が大きい。ア

メリカ的発想に立てば、これは憲法が定める「営業の自由」（22 条）および「財産権の不可

侵」（29 条）に違反する疑いがある。また漠然たる要件では、規制官庁に過大な裁量を認め

ることになり、行政庁への過大な委任の禁止（41 条）、また規制にあたって適正な手続をと

ることを求める「法定手続の保障」（31 条）に反する。

４． 規制政策的視点

（１）諸外国における「支配的事業者規制」の実際

  既に３．（２）で述べたとおり、アメリカにおける「支配的事業者規制」は、その実「非

支配的事業者」に対する規制差し控えであった。

  EU では、これと対照的に独禁法上の「支配（dominance）」規制と、相互接続に関する

指令にある「Significant Market Power」を持つ事業者（SMP）規制とが併存している。

後者は市場シェア 25％を基準にしており、一見答申がいう「支配的事業者規制」と類似す

るかに見えるが、実際は主として「相互接続」に関して発動されるので、わが国の「指定

電気通信設備」に基づく規制と対応していると言った方が良い。また、EU は逐次統一を図

っているため、統一独占禁止政策と統一電気通信政策の整合を取るまでの間、暫定的に存

在する区分だと考えた方が良い。「1999 年通信レヴュー」では、これを廃止する方向を打ち

出したが、その後の検討では賛否両論とのことである。

  しかし、いずれの国にあっても、NTT 等法による特別法規制（ユニバーサル・サービス

提供義務のほか、サービス・料金規制）、事業法における「指定電気通信設備」による規制

（主として相互接続が目的）、「支配的事業者規制」の３つを、同一事業者（ないし企業グ

ループ）に併課している例はない。

（２）インターネット政策の不在

  答申では、インターネット時代には、規制の見直し・廃止が必要だとしながら（2.(3)ア

①、②）、アメリカ政府がインターネットについては「Unregulation」を宣言したような、
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明確な方針を示さず、インターネットと電話を混同（ないしは意図的にバンドル）してい

る。このため、「支配的事業者規制」の対象とされた企業は、電話サービスのみならず、イ

ンターネット・サービスまで規制されてしまう。

  たとえばドコモが i モードで成功を収め、その改良版を出そうとした際に、ドコモの方は

料金は届出で良いが、サービス内容（契約約款）は認可申請しなければならない。ライバ

ルは、両者とも届出だけで良いとすれば、政府は競争力を全体として強化する方向に誘導

しているのではなく、それを弱める方向に誘導していることになる（法的な問題点はやや

ずれるが、2000 年末から 2001 年初にかけて、東西 NTT が提供を予定している「L モード」

というインターネット・サービスが、パブリック・コメントに付された。）

  「ドッグ・イヤー」で進むインターネットの世界で、競争業者に手の内を開示し、行政

機関の了解が無ければサービスが開始できないようなことでは、ただでさえ後れを取った

インターネットの世界で、巻き返しを図ることは絶望的である。「IT 競争政策特別部会」の

答申であれば、まずもって「インターネットは非規制」を宣言すべきであった。

  具体的には、「サービス規制」ではなく「設備規制」を旨とする現行法制からみて、主と

してインターネット・ビジネスを行なう「第２種電気通信事業者」に対する規制を一切撤

廃するとともに、「第１種電気通信事業者」であっても、インターネット関連サービスにつ

いては、「規制を差し控える」ことを宣言すれば十分と思われる。

５．結論

  電気通信事業に固有の規制としては、既に「指定電気通信設備」に対するものが存在す

るから、これ以上の規制は「過剰」と言わざるを得ない。日本版「支配的事業者規制」は、

直ちに取り下げ、独禁法による手段に統一すべきである。

  仮に百歩譲って、なお電気通信事業に固有の事情があるとするなら、電気事業など「独

占から競争市場」へという移行期にある他の産業と同様、公正取引委員会と総務省が一体

となって、「独禁政策上のガイドライン」を策定するなどして、規制の透明化を図り、市場

行動の予見可能性を高めるべきである。

  その際、まず「インターネットは非規制とする」ことを、法的ないし政治的に明確にす

ることが必要である。答申の議論では、電話サービスとインターネットが混同されている

ので、第２次答申以降は、この点を明確にする必要がある。

  電話サービスについても、規制緩和の流れに沿って、NTT 等法の廃止、第２種電気通信

事業者に対する規制の撤廃などを中心に、議論を再整理すべきである。

  ただし上記の問題点の摘出は、日本型の「支配的事業者規制」の内容が固まりきってい

ない段階で、懸念される諸点を細大漏らさず検討した結果であり、今後の具体化の過程で

解消していく論点も少なくないと思われる。また、私の立場からすれば、解消していくこ

とを期待している。                                        （以 上）


